
 

             

令 和 ３ 年 1 1 月 1 2 日 

                              

シーニックバイウェイ北海道のルートを巡る冬のドライブ観光を促進！ 

～ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社と連携した取組～ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

記 

 

○シーニックバイウェイ北海道の各ルートがおすすめする観光施設等の特典： 

道内各地の道の駅、レストラン、温浴施設、美術館などのお得な特典サービスをご用

意しております。詳細は別紙及び以下のＮＥＸＣＯ東日本ホームページをご参照願い

ます。 

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/2021_hokkaido_winter/tokuten.html 

 

○対象期間： 令和３年（2021年）11月19日（金）～令和４年（2022年）４月４日（月） 

  

 

※１「北海道冬トクふりーぱす」については、以下のＮＥＸＣＯ東日本ホームページをご参照願います。

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/2021_hokkaido_winter/ 

 

※２ ご利用の際は、各自治体が発信する新型コロナウイルスの感染状況や感染拡大防止対策などの情報をご確認

の上、お出かけください。 

 

【シーニックバイウェイ北海道に関する問合せ先】 

 

 

 

 

 

 

【北海道冬トクふりーぱすに関する問合せ先】 

 

シーニックバイウェイ北海道推進協議会（事務局：北海道開発局）の構成員であるＮＥＸＣＯ東日

本北海道支社が本日から販売する高速道路の定額ＥＴＣ割引プラン「北海道冬トクふりーぱす」※１

において、下記のとおりシーニックバイウェイ北海道の各ルートがおすすめする観光施設の入場料の

割引などの様々な特典サービスをご用意いたしました。 

シーニックバイウェイ北海道の各ルートへ寄り道しながら、道内各地を巡るドライブ観光をお

楽しみください※２。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         建設部   道路計画課   道路調査官 宮﨑 貴雄（内線 5353） 

開発監理部 開発連携推進課 開発企画官 鈴木 武彦（内線 5433） 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 

【報道関係者専用】 ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社広報課 Tel．011-896-5238 

【 お 客 さ ま 窓 口 】 ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター Tel．0570-024-024 

又は、 Tel．03-5308-2424 



シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス 

 

 

 

 

●営業日や営業時間等の詳細は、各施設ＨＰでご確認ください。 

 

優待施設 最寄ＩＣ 割引内容・特典内容 
シーニック 
バイウェイ 
ルート名 

ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯 
住所：虻田郡ニセコ町字中央通３３番地 
電話：0136-44-1100 

後志道 
余市ＩＣ 

日帰り入浴料金５０円引き 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

支笏洞爺ニセコ 
ルート 

支笏湖 丸駒温泉旅館 
住所：千歳市幌美内７番地 
電話：0123-25-2341 

道央道 
千歳ＩＣ 

日帰り入浴料金を２０％引き 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

支笏洞爺国立公園 休暇村 支笏湖 
住所：千歳市支笏湖温泉 
電話：0123-25-2201 

道央道 
千歳ＩＣ 

日帰り入浴料金を１００円引き 
（1 回の提示で 4 名様まで） 

オーシャンデイズ 
住所：千歳市支笏湖温泉番外地 
電話：080-9325-6507 

道央道 
千歳ＩＣ 

オーシャンデイズで提供しているアクテ
ィビティから１０％割引 
（クリアカヤック ・リバーシュノーケ
ル・ファットバイク） 

後藤純男美術館 
住所：空知郡上富良野町東４線北２６号 
電話：0167-45-6181  

道央道 
旭川鷹栖ＩＣ 

三笠ＩＣ 
道東道 

占冠ＩＣ 

A.後藤純男美術館入館料 100 円引き(小
人は 50 円引き) 
B.レストランふらのグリルお食事の方に
コーヒーサービス（1 回の提示で 9 名様
まで） 

大雪・富良野 
ルート 

サロベツ湿原センター 
住所：天塩郡豊富町上サロベツ８６６２番地 
電話：0162-82-3232 

豊富バイパス 
豊富サロベツＩ

Ｃ 

来場者記念品プレゼント（ポストカー
ド） 
※センター窓口にてお申し出ください。 
（申込完了メールを提示した方のみ） 

宗谷シーニックバ
イウェイ 

コル・アカン 
住所：釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目２－２２ 
電話：0154-67-3366 

道東道 
阿寒ＩＣ 
足寄ＩＣ 

ジェラート１個無料トッピング 
釧路湿原・阿寒・
摩周シーニックバ
イウェイ 

道の駅しかべ間歇泉公園 
住所：茅部郡鹿部町字鹿部１８番地１ 
電話：01372-7-5655 

道央道 
大沼公園ＩＣ 

森ＩＣ 

道の駅内にて、税抜き 1,000 円以上お
買い上げの際に、100 円割引券を進呈 

函館・大沼・噴火
湾ルート 

道の駅えんべつ富士見 
住所：天塩郡遠別町字富士見４６－２１ 
電話：01632-9-7555 

深川留萌道 
留萌ＩＣ 

ドリンク１杯無料 
（道の駅内フードコート（レストランみ
なくる・麵屋２３２・ふじみるキッチ
ン）にてお食事された方のみ。テイクア
ウトメニューは除く） 

萌える天北オロロ
ンルート 

士幌高原ヌプカの里 
住所：河東郡士幌町字上音更 21 番地 173 
電話：01564-5-4274 

道東道 
音更帯広ＩＣ 

お会計時に 100 円引き 
十勝シーニックバ
イウェイ 十勝平
野・山麓ルート 

道の駅ピア２１しほろ内「カフェ寛一」 
住所：河東郡士幌町字士幌西 2 線 134 番地 1 
電話：01564-5-5111 

道東道 
音更帯広ＩＣ 

ドリンクご注文で 100 円引き 
十勝シーニックバ
イウェイ 十勝平
野・山麓ルート 

真鍋庭園 
住所：帯広市稲田町東２線６番地 
電話：0155-48-2120 

帯広広尾道 
帯広川西ＩＣ 

大人入園料２００円引き ８００円（通
常１，０００円） ※その他割引併用不
可 １回の提示で 1 名まで 

十勝シーニックバ
イウェイ トカプ
チ雄大空間 

道の駅ガーデンスパ十勝川温泉 
住所：河東郡音更町十勝川温泉北１４丁目１ 
電話：0155-46-2447 

道東道 
音更帯広ＩＣ 

スパ入場料割引  
大人１５００円→１３００円 
小人（４－１２才）６００円→５００円 

いけだワイン城 
住所：中川郡池田町字清見 83 番地 
電話：015-578-7850 

道東道 
池田ＩＣ 

ソフトクリーム 100 円引き 

とかち大平原交流センター 
住所：帯広市川西町基線６１番地１３ 
電話：0155-53-4780 

帯広広尾道 
帯広川西ＩＣ 

十勝のお豆を使ったアクセサリー「ＬＯ
ＣＡＬ ＢＥＡＮＳ Ｃｏｌｌｅｃｔｉ
ｏｎ」１００円引き（通常価格５００円
を４００円にて提供） 

ギフトショップ「Ｃｌｉｍ（クリム）」 
住所：名寄市東１条南７丁目１－１０ 
駅前交流プラザ「よろーな」１Ｆ 観光案内所 
電話：01654-9-6711 

道央道 
士別剣淵ＩＣ 

名寄産もち米使用「もち米玄米珈琲」ま
たは、カフェメニューからお好きなもの
を提供 

天塩川シーニック
バイウェイ 

別紙 

http://www16.plala.or.jp/kiranoyu/
https://www.marukoma.co.jp/
https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/
https://ocean-days.com/
https://gotosumiomuseum.com/
http://sarobetsu.or.jp/swc/
https://ja-jp.facebook.com/cafe.corakan/
https://shikabe-tara.com/
http://embetsufujimi.lomo.jp/index.html
https://www.nupuka.jp/
https://pia21shihoro.jp/
http://www.manabegarden.jp/
http://www.tokachigawa.jp/
http://www.tokachigawa.jp/
https://ikeda-wj.org/
http://www.tokachi-a-muse.jp/center/daiheigen-center/
http://nayoro-kankou.com/


 

レストラン「メイプルリーフ」 
住所：空知郡南幌町栄町１−１−８ 
電話：011-378-5310 

道央道 
江別東ＩＣ 

お食事の方に、食後のアイスクリームを
プレゼント（１回の提示で 1 グループま
で） 

空知シーニックバ
イウェイ-体感未
来道- 

畑の中のレストランＥＫＡＲＡ 
住所：三笠市萱野１５８－１ 
電話：01267-2-5530 

道央道 
三笠ＩＣ 

「畑と森のコース」をご注文された方に
ソフトドリンク１杯サービス（1 回の提
示で１名様のみ） 

空知シーニックバ
イウェイ-体感未
来道- 

道の駅 厚岸グルメパーク 
住所：厚岸郡厚岸町住の江２丁目２番地 
電話：0153-52-4139 

釧路外環状道路 
釧路別保ＩＣ 

１Ｆオイスターカフェ オイスター★モ
カ ５０円引き 知床ねむろ・北太

平洋シーニックバ
イウェイ 

明郷(あけさと）伊藤☆牧場 
住所：根室市明郷 101 
電話：0153-26-2181 

釧路外環状道路 
釧路別保 IC 

商品を購入の方に、根室フットパス・オ
リジナルポストカード１枚プレゼント 

http://www.ekara.jp/
http://www.conchiglie.net/
https://www.akesatoitodairyfarm.com/

